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微粒子病蛾早期発蛾の理論的根拠解析法について

大島 格*

発般の早晩と微粒子病との関係を調べるため，私は総数約 250，000頭以上を用いて蟻

蚕から上笈直前まで，更にそのおのおのについて視野満面の多量の胞子から血球計算器

によってのみ対1頭の胞子接種量を確認しうる微量胞子〈少ない場合には 5齢起蚕 1頭

に対し30粒前後)までを接種してその伝染状況を調べた.

その結果を要約すると，多量伝染の場合には中腸前部を激しくおかすため病原体は体

内に蔓延しないうちに死ね.とくに 5齢起蚕に多量の胞子を接種した場合には飼育温度

が約2TCをこえるといわゆる軟化病状を呈して4日間以上生きていられないが，稚蚕期

微量伝染の場合は長く生きていられる.しかし病原体の繁殖が昂進するにつれて食欲が

減退するとともに蚕児は発育が遅れるのみである.第 1表に示すように極端な場合には

3齢20日目というようなものもできる.これに反し発駿産卵しうるものは全部外観健全

なまま上京し，これらは人工的に重症般ばかりでさるように接種した場合(大島， 1968， 

a)を除けばほとんど全部4齢起蚕以後に病蚕のふんに排准された微量胞子の伝染(大島，

1931， 1965)によってのみ起こり，それらの羅病母般の擢病率は発験期日の遅れるにつ

れて次第に低下し，とくに室温変化の少ない蚕種製造家のような養蚕室では母蛾の累積

J穣病率の低下率は直線回帰(大島， 1968， b)をするので，これを利用して求める掃立口

の初発級数30蛾の権病率と裕度不良率 (pt)1.16%の比が 2またはそれ以下の時および

16またはそれ以上の時は 1掃立口の母蛾数がいかに多数でも，初発般30蛾分を検査した

だけで前者の 1掃立口全部を合格，後者を不合格(大島， 1968， b)とすることがでさる

ことを明らかにした.しかしこれが絶対的真理であるためにはその理論的裏付けが必要

で、ある. しかしこの研究を行なうためにも問題解析に必要で十分な条件をあらかじめ深

く考慮する必要があり，そのためには内分泌その他の物理化学の専門家の手にまたなけ

ればならないが，同時に微粒子病の全貌を知る必要があるので，私が母蛾の微粒子病検

査法改良の研究着手に先だち，その実験計画(大島， 1965)を考察したと同様にその理

論的根拠追及に必要な事項を考察して後進研究者の参考にしたいと思う.微粒子病の早

期発般の研究は，石原(1963)も発表しているが，氏は説明に心忍学的現象解析に用い

られる，計数でも計量でも表わすことのできない non-parameterに用いられる方法を

もって検定したのは当を得ない.また不正確な大数より正確な少数をもって検定するほ

うがはるかにE確な判定が得られることは統計学の教える所であるが，その検定に用い

られる資料は目的とする条件以外の他の条件はすべて一様であることを理想とする.し

かるに I掃立口の家蚕の斉一なのは幼虫時代だけで，上議後発蛾するまでの変態期間に
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は変異が起こるので，発蛾期間は数日にわたる.しかし同一日に発験する婦を見出すこ

とは全く不可能である.かような場合，少数資料ではしばしば異常な結果が得られる.

したがって発験現象を毎日 4時間ごとに区分して観察しても細かすぎて意味がないであ

ろう.また発駿は明らかに circadianactivity rythmの現象であり，それらは中央お

よび側方神経分泌細胞を含む parsintercerebralisからの分泌物によることが知られ

ている.それゆえ光度を違え電燈をつけ通すような異常な処理を施すと光が脳神経分泌

細胞に異常な刺激を与えて，目的とする研究には不適当であろう.微粒子病早期発蛾の

現象を利用して，母駿検査法の合理的経済化〈大島， 1968司めをはかる場合にも，やた

らに異なる光度をもった電燈をつけて早く発蛾させるようなことは絶対にしてはならな

L 、.

もちろん，微粒子病の発般を促進させる化学物質決定後，更にそれがいかなる理化学

的機構で発蛾を促進させるかを明らかにして初めて研究は完成するのであるが，それら

はその次にくる問題である.

寄生物の寄主の発育におよlます影響

本問題の研究事項考察に先きだち，参考のために他の研究者の業績数例を述べる.文

献に徴するに，昔から既にいろいろ違った種類の寄生物によって寄主の発育が進んだり

遅れたりすることが報ぜられている.

発育が促進される例については P広岡叫(1913)は2種の LepidopteraとI種の

Coleopteraの幼虫が Tachinidaeの幼虫の寄生によって寄主の発育が促進されること

を報告している.ずなわち Chondrostegavandaliciaは UclesiafumiPenni・5 の寄生に

より，Acronycta acetis は Compsiluraconcinnataの寄生により，また Crioce門fssp. 

は Meigeniafloralisの寄生により寄主の発育が促進されたと報告し， ALTSON (1920) 

は羊の寄生虫 Calliphoraerythrocephalaが Alysiamanducatorの寄生によって直ち

に化踊すると報じ， S.ALT (1932)も A.manducatorの寄生によって羊の害虫 Lucilia

sericataに同様の現象が起こることを報じ， V.ARLEY' BUTLER ら(1933)は正常なら

幼虫で越年する Liparalucens は Polemonli paraeの寄生により ，Urophora solsti-

tialisは Erytomacurtaの寄生により変態が促進されるため前者は6カ月，後者は8

カ月も早く化踊したと報じている.

寄生物による寄主の発育が遅れる例を示ナと， SCIINEIDER (1885)は Culicidの幼

虫は Mermisが寄生すると発育が遅れて化]踊しないと報じ， STRIOKL.AND (1911)は

Simuliumの幼虫は Mermisが寄生すると食欲を増し， IE常な幼虫の約倍の大きさに

なる.しかし発育が遅れて正常な幼虫が化瞬しても化蝿せず，線虫が成長して寄主の長

きの約 2倍 3cm，になって皮膚を破って出ると寄主は死んでしまう.ただし線虫は脳

や内分泌器官をおかきず腹部に旋回して寄生している.これに反し Nosemaが寄生す

るとその繁殖が激しし、ため発育悪く，体力:小さく輔にならないて、死ぬ.生殖器官をおか
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し，おそらく内分泌腺をもおかすであろうと報じている. KErLtN， RGBINSGNら (1933)

は Sciarapullulaの幼虫は体腔に .Aproctonemaentomopha.gtt聞が寄生すると寄主の

変態が遅れ， HA.LGROW (1954)は Glaucomaの寄生した Anophelesは発育が遅れ，そ

の踊は幼虫の頭部を有し，踊の剛毛には幼虫の剛毛も混り，成虫にならないことを報告

している.

SA.LT (1927)は Andrel加 ，Halictus， Panurginae， Odynerus， Zethus， Polistes， 

Sphex等に Strepsipteraの幼虫が寄生した場合，その stylopizationは異なる性質の

イ個体，種，群等にいろいろの異なる影響を与え，そのために寄主の発育は遅れたり進ん

だりするが，その原因は食牲の違いによると説明した.ただし著者の調べたところでは

蝿が駿になる時の変態経過については KR.A.:MER(1959)が Pereziapyraustaeの寄生

した C0rnborerの雌は健雌より平均1.67日早く，雄は健雄より 3.5日早く発簡をしたと

の報告だけであった.

研究の発達につれて寄生物による寄主の発育促進作用や遅延作用は寄生物から分泌さ

れるホノレモン様物質によることが次第に明らかとなった.たとえば SCHNEIDER(1950， 

1951)は Diρlazonpectoratoriusの若い幼虫が Epistrophabzfasciataに寄生すると

寄主が発育中でも休眠中でも寄主の栄養摂取と唾液分泌が始まる.その唾液は寄主の脳

と成虫妊の発育を抑える.そして寄主も寄生物もともに1カ月の休眠に入るが，寄生物

』こおかされた寄主はホノレモ γの自律性を奪われて最早自主的に化舗で、きなくなる.秋の

冷たい気候は Diρlazon幼虫を活性化し，脱皮すると同時にホノレモシを寄主の体腔に放

出し，同時にそれが刺激となって寄主を化瞬脱皮させる，この脱皮ホノレモシは寄生物の

皮膚が非常に簿く液が透過しやすいので皮膚から濠透するのである.その証拠にはEpi-

stropheの幼虫を横にくくり，その後部に Diplazonの幼虫を入れると寄主の後部は

化蝋したが，前部は幼虫のままでいた.しかし寄主の成虫庇は発育を妨げられるので変

態を完全に阻止すると報告した. FIN工.A.YSGNと W.ALTERS(1957)は山繭験科の昆

虫は Nosemaが寄生すると異常変態、を起こす.すなわち成虫の皮膚のうち Nosemaが

寄生した部分には踊態の皮膚が散らばるので mosaicを作る. このような異常性は実

験、的に寄主の corporaallata (CA)の不活性期に活性 CAあるいは juvenilehormone 

(JH)を入れると同様な現象を起こさせることができるから，NosemaがJH様の物質

を分泌するものと推定した. CLEVELAND (1949)は Cryptoceruspunctulatusの中腸

4こ寄生した鞭毛虫の sexualcycle (gamete-->zygote形成周期〉は寄主の脱皮がホノレモ

ンの作用によるのと同様な原因によって起こることを報告している.すなわち寄主の脱

;皮促進，中止処置は寄生物に作用する.脱皮誘引期にそれを妨げる処理を施すと始まり

;かけた sexualcycleの進行も中止される.一言にして言えば sexualcycleは決して別

えには起こらないことを発表した.CLEVELA.NDらは本論文発表以来同一問題について

更に 9科の鞭毛虫類を用いて寄主Cryptocerusの中腸内の原虫の sexualcycleについ

て詳しい18論文を発表した.その最終 ecdysone注入論文(1960)によると寄主の幼虫
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脱皮から次の脱皮に至る前期では寄生原虫の配偶子形成は起こらないが，後期ではそれ

が起こる.しかし ecdysoneを寄主に注入すると寄主自身には ecdysoneを含まない成虫

や脱皮中間期の幼虫の中腸内の原虫は配偶子を形成する. しかし寄主は決して脱皮しな

い.ただし ecdysoneを脱皮用意開始期の幼虫に注入すると寄主の脱皮と寄生原虫の性

的経過は著しく促進される.しかし配偶子形成を誘発する時間は原虫の種類や ecdysone

注射量によって著しく違う.注入したホノレモン量の多少にかかわらず， 14属の原虫全部に

問時に配偶子形成を起こさせることは全く不可能であ、?た.たとえばBarbulanymρhuら

ぬccinobaculus と O::r:ymonas は寄主が脱皮する40 日 ~45 日も前に配偶子形成期に入る

が，Trichonympha は寄主の脱皮 5 日~6 日前でさえまだその時期に入らなかった.

FISIIER と SANBORN(1962)は NfJsema(N. whitei)の寄生した Galleriamellonella 

の 2齢の幼虫では健幼虫は約35 日後に化焔したがa それより 3 臼~7 日も遅れて化踊しド

その sporogony時代の寄主細胞は医大細胞となると報告した.その後彼らは更に詳し

い研究(1964)を発表し，Nosemaの寄生した T門 boliumの幼虫は寄生しない幼虫よ

り6回も多く脱皮し，体重が 2倍になったと報じている.彼らはこれらの現象は Nose-

maの分泌物には CAのような作用があるのではないかと考えて試験したところ， CA 

を摘出した (Blattaria)は adultoidになったが，Nosemαを移植したものは脱皮した後

も幼虫であった.しかしこの手術には寄主の組織損傷の影響も考えられるので，更に

Nosemaの分泌物のみが寄主の体腔に入るように寄主の体肢と Nosemaを入れた室と

の間に milliporefilterを備えた細管を挿入して実験したところやはり同様な結果を得

た.よって更に詳しく CAを摘出した Blaberuscraniferの幼虫を用いて胞子を pyrex_

glassの乳鉢で磨潰した後 diethyletherで抽出精製して得た黄色の粘った油状物質を

注射したところ全く同様の結果を得たので，彼らは Nosemaの抽出物は JHと同様な

作用をすると結論した.

更に近年動物に対しある種の植物にもホルモ γ様作用をする物質が含まれることが明

らかとなった.1例をあげると SLAA:MAと奇VILLIA:M日(1966，a & b)は米国産ノfノレプで製:

造された新聞紙，いろいろのタオル，ナプキンその他の布地は乃1r7・hocorisapterusに

対し JH様の作用をする物質を含むことを発見した.P. apterusがそれらの紙や布地に一

触れるとその幼虫は 1固または数回余計に脱皮するが，成虫にならずに死ね.それらの l

パルプのうち最も作用の強いのはモミの木の 1種 BaIsamfirである.その物質は幼虫

の皮膚のどこからでも体内に浸潤する.その抽出精製物質は熱に対して安定な Iipidで

非常に高い JH 様の作用をする • P.apterusに対する齢期的作用を見ると， CAの活動4

が盛んで体内 JHが高水準にある 4齢以下では PaperFactor (PF)はなんら直接的影

響をおよぼさない. 4齢前半期に作用したものは 5齢 6日後 adultoidになるが，後半

に作用したものは 5齢7日後に adultとなった.これに反し 5齢になるとその作用はー

急に活発になり 5齢初日から 3日目までに作用したものはみな変態を抑制して 6齢と

なるが，それ以後は全く無作用となった.また PFの作用は CAより強力であるが，
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その特異性も著しい.たとえば Pyrrhocorisホノレモンは Rhodniusρrolixus，Antherea 

tolyphemusおよび Hyaloρholacecropiaにはほとんど作用しないが，Oncopeltus ~こ

は同程度に作用し，OncopeltusホJレモンも同様で‘あり，H. cecroPiaホノレモシは P.や

'U.にはほとんど作用しないが，R. prolixusや A.polyph抑制には作用する.これに

μ反し PFは Pyrrhocori・s以外t士会く無作用であると報じている.また LondonTimes 

や日本の新聞紙は無作用であるとのことである.その後 BalsamfirのホJレモγ様物質

を分離精製していろいろの研究が進められ， BOWE耳目ら(1966)は Balsamfirから高

い J1王様成分を分離精製して99%以上の純度を持つトド松酸の methylesterと同様の

sesquiterpenoid esterを得，それに実験式 C16H260，を与え juvabioneと命名した.

またCERNX"ら(1967)は同一問題を研究して Balsamfirから 2種の物質， juvabione 

と実験式 C16H"O，を持つ dehydrojuvabioneを抽出し，その作用は前者のほうが高

いがz 含量は後者のほうが多い.しかし両物質には関連性があり，触媒によって後者に

水素を添加すると同量の 2種の tetrahydro-derivative混合物が得られ，同一条件のも

とで juvabioneに水素を添加しても同様であると述べている.Ro日AbIZら(1967)は

さらに強力な JH合成の研究を行なった.その一つは純 methylfarnesolateの etha-

nol溶液にガス体塩素を遇した後，更に不純物を除いて得た実験式 C16H2802CI，で示

される 2個の塩素原子を結合させた物質で，これは P.apterusの脱皮したばかりの最

7終齢幼虫f同点に対し 0.001μgで成虫変態を抑え，少なくとも farnesolの10'倍， far-

nesol methyl esterの10'倍の効力を持ち，今まで発表された JH中最強F物質であった.

彼らはまたこの物質の1O~100g は I ヘクターノレのこの種の全昆虫の変態を抑える能力

を持つから WILLI.A!IlSの構想のように有害昆虫の駆除予防に役だつことを示唆してい

る.他 (SLA!Ilムら， 1968)は p-halogenatedbenzyl alcoholを出発点としてこれを

:aliphatic ketoneで濃縮して化合物 aliphatic-aromatic tertiary alcohol (1)を作り，

更に芳香族の核の methanolgroupを酸化し，.ester化し，残余の tertiaryalcohol 

群を分裂させてp-(l.5-dimethyl-}' 5 hexadienyl)bellZoic acid methyl ester (11)を

作り，最後に (II)の類縁体8種を作って Pyrrhocoridaeの昆虫に対する強弱を比較

した.その結果酸化して酸にもせず，esterにもしない primaryhydroxyl group (1)は

JH作用最低で ester化されたものは強カであった.esterのうち methylest巴rは最

強で (II)は juvabioneの10倍も強力であった.また彼らはこの種の化合物の共役二

重結合の重要性を強調し，更に二つの脂肪族の二重結合を通じての置換体のうち塩化水

素や臭化水素を添加したものや， methylene bridgeしたものはわずかながら更に JH

活性を増した.これらの結果から彼らはある種の p-(1.5-dimethylhexyl) benzoic 

:acidの誘導体は線の害虫 JJysterusや Neodysterust::'抑制するに役だっと述べでいる.

以上の結果から Balsamfirの有効成分 juvabioneや dehydrojuvabioneがいずれも

methyl esterであったこともうなづける.蚕桑害虫でも PFのように家蚕に無害な特

i殊害虫のみに有害な物質が発見されたら蚕業のため大いに禅益するところがあろう.
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対i踊 E と sa・AMA(l9Sめは Py.庁 hocorisatte'叩 S の最終齢幼虫に前述め juvabi-

one， dehydFOjuva.hioneまたは methy1fainesolateを接触して作った巨大過剰脱皮

幼虫は未熟昆虫には従来全く見られなか 9 た成虫独特の性的行為を現わすことを発見し

た.すなわち過剰脱皮雌幼虫は雄の成虫を刺激して雄に交尾動作を起こさせ，雄の過剰:

脱皮幼虫は正常な雌の成虫や過剰脱皮幼虫と交尾しようとつとめる.ただしこれら雌雄

両性の過剰脱皮幼虫の性行為はJHの活性によって生ずる形態的および生理的影響の程

度に関係すると述べている.

このように寄生虫による寄主の発育促進，遅滞または寄主の変態におよほす影響は寄7

生物の分泌する物質のホノレモン的作用によることの大なることが明らかである.時には

飼育容器からきえもホノレモン様作用をする物質が昆虫の体内に醤透することもありう

る.それゆえ微粒子病の家蚕に対する影響の理論的検討を行なうにも寄主の内分泌腺と

寄生物の分泌物の作用を参考にしなければならない.

研 究 資 料

微粒子の寄生による寄主の病徴死期等は人工的に接種量を変えただけでも自由に変え

ることができるが，本研究は自然界に起こる現象を解析するのが目的であるから，その

目的に該当する場合についてのみの研究方法を検討する.

家蚕の微粒子病の伝染は母体伝染と経口伝染に限られる.母体伝染には病原体の卵へ

の移行量が激しくて稚蚕期中に全滅する場合から病原体の卵への移行程度が非常に少な

いため稚蚕期にはほとんど発見不可能な場合もあQ. このような場合は病蚕のふんとと

もに排涯される胞子によってつぎつぎに経口伝染を起こすため上笈後または発蛾後の顕

微鏡検査によって初めて病原体を発見する場合もある.しかし. samplingと母蛾検査

が合理的に行なわれるならば稚蚕期や発蛾までに大部分死ねなどということは絶対に起

こるはずがない‘それゆえ稚蚕期伝染の場合と 4齢起蚕以後に伝染して外観健全なまま

上表，発蛾，産卵する場合に分けて検討する.

経口伝染はもっぱらふんとともに排准される胞子による伝染であるが，その胞子の数

量はふん 1粒ずつに少量の水を加えて磨潰して鏡検した結果平均わずか 0.2粒(大島，

1931)であった.蚕ぶんは普通こわれて桑葉に付着することはまれであるから，ふんが

桑葉に触れたため起こる胞子の付着量はぎわめて少ないであろう.それゆえ外観健全な

まま上笈発蛾するような病般を作るためにほ対E頭胞子添食量は血球計算器によ 4 ての

みその食下量を確認できる程度の微量と L.更に供試胞子の極糸脱出歩合(大島.1939.

a)を検定し，それによって対I頭添食成熟生存胞子の食下量を定めた.えん下法?と桑

葉添食法には伝染歩合に相違が認められなかったから，もっぱら操作の簡単な添食法を

用いた.胞子の伝染力は齢期，同一齢中の時期および発育に伴う食桑量の増大〈未発表〉

によっても大差があるから，これらを考慮、して胞子を添食したものを試料とした.
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I 稚蚕期伝染の場合

2齢および 3齢に胞子を添食した場合を用いて説明する. 3齢起蚕に接種した場合は

既に発表(大島， 1965，1966めしたから 2齢3日目接種の場合のみをここに示す

(第1表).

2齢3日目および 3齢起蚕接種の場合は両者とも微量伝染に相当する 10'倍希釈液区

以下では上査定するまで発育経過が多くは対照区と同様であったが，発育経過が促進され

たものは1頭もなしとくに 3齢起蚕 10'倍希釈液区中 2頭は4齢期間14日と16日間で

その期聞は大体対照蚕の4齢+5齢期間に相当し 3眠蚕として小さな繭を作って化蛾

した.またそれらはみな激しく微粒子におかされていた.しかるにこれより接種量の多

い10倍希釈液区になると接種時と同一齢期中は発育E常であったが，齢期の進むほど対

照区より発育遅れ，極端な場合には死期が3齢20日百 4齢16日目， 5齢14日目等を生

じた.更に接種量の多い原液区になると接種後たちまち食欲不振となり衰弱して同一齢

中に死亡した.ただしこの場合にも胞子食下量の差により 3~4 日で死ぬものも 10数日

後に死ぬものもあった.しかしいずれの場合にも過剰脱皮をする個体は l頭も現われな

かった.この事実は Nosemaの寄生した SimuliumI土発育が悪く体が小さくて婿にな

らずに死ねという STRLmr:LAND(1911)の報告と一致する‘しかし線虫の寄生した

Simulium (STRICK:LAND， 1911)や Sciarapulluta (KEr:LIN and ROBINSON， 1933)の

ような発育遅滞と体躯の増大，Nosema whiteiの寄生した Tηiboriumの過剰幼虫脱皮

と過剰成長 (FrSllERand SANBORN， 1964)， CAを摘出した4齢家蚕に Nosemaを寄

生させた場合のうちの過剰幼虫脱皮をして巨大踊となった 1例 (FrsHE耳 andSANBORN， 

1964) ，更に PFによる Pyrrhocorisapterus の過剰幼虫脱皮 (S:L~A and Wr:L:LIAMS， 

1966)の現象は一つも見られなかった.

しかし前述のように Nosemaの寄生した Tribolium幼虫の現象は Nosemaに含ま

れる JH成物質によることが FrsllERおよび S.A.NBOEN(1964)によって明りように証

明されている.それゆえ Nosemabombycisの寄生した家蚕幼虫の発育遅滞の原因もこ

の点を考慮しなければならない.幼虫の休眠脱皮と CAとの関係について WIlJ，T細島

(1961)は CecroPia蚕の各齢の CAの活性は脱皮直前は最も弱く，脱皮わずか後は

最も強いと報告し，家蚕ではBoUNHIOL(193'6， 1937，丸山37，b)，金(1939')両民の研

究を総合すると， 3-4齢の前期にCAを摘出すると幼虫脱皮をせず2限蚕 3限蚕と

なって化蝿4 化蛾するが，それらの後期にCAを摘出したものは1回幼虫脱皮をして化

蝿する. 5齢期に CAを摘出したものは正常に化隠する.また 4齢前期に CAを摘出

した蚕に直ちに他の CAを移植すると正常に4限しz 脱皮して 5齢になるが，数日後に

CAを再移植しても最早4眠しないで化踊すると報告し，福田(1940，a" b; 1944)は蚕

児の結紫試験と CAや前胸腺 (PG)の移植試験を行なった結果， (1)各齢終りの休眠

脱皮は PGと CAから分泌される物質の共同作用で起こる.しかし成熟と化焔は CA



第 1表接種後の蚕児発育経過と胞子寄生程度および排准開始期

接 試 供液 供 翌 2 3 4 5 上 胞関 胞子寄生程度 。。

種
験

試希 試 齢 齢 齢 齢
草案 排子一一 自司 上 族 後

期 胞釈 蚕 日 日 日 日 育
舞幼 議日 区 子率 No. 日 数 数 数 数 日 世期 中

蛾

川 I11/3 I 5 + I 5日間 I6日間 18日間 18日間 127日目 125日目| ro 

11/2 1+ 4 /1 7 /1 14 /1 ・ 20 /1 5+ 

21/3 1+ 4 /1 6 /1 12 /1 2 /1 12 /1 
。。

101 31/6 2+ 4 /1 6 /1 8 /1 17 /1 5+ 

41/6 土 4 /1 7 /1 7 /1 7 /1 25 /1 10 /1 5+ 

51/15 土 4 /1 6 8 /1 7/1 G' 25 /1 5+ 

f町、 lQ3 I 1 2;' 1 - 1 4 グ 16 グ[7 /1 110 /1 1 28 /1 119 /1 I C由

A 
、区J 

対
1 (1) 4 /1 6 /1 8 /1 9 /1 26 /1 ♀:ー

照区 2(5) 一 4 /1 5-6/1 5-7/1 25/1 4 G2 :ー 会2:ー
8/11G・ G:ー

大 3(1) 一 4 11 6 グ 7 /1 8 11 25 11 ♀:∞ 
正

1QO I 11/3 I 5 + 1 5 11 I 6 11 1 9 /1 I 9 11 I 29 /1 I C口

一
年

l 1 + 4 /1 14 11 • 8 5+ 
五

接種前月 2 2十 4 /1 13 /1 ・ 9ρ 5+ 
/¥. 101 3 2+ 4 /1 14 /1 ・ 8 /1 5+ 日 4ノ、a 

、

絶時間
4 1+ 5 11 11 11 ・ 8 11 5+ 

日 5 1+ 4 グ 20 /1 ・ 8 11 4十
四



号 食
I1ん 1+ 4 " 6 " 8 " 9 /1 27 グ 19ρ . C司

齢
種後接

2';' 1+ 4 " 6 /1 7 11 8 /1 25 /1 24 /1 ro 

10' 
3 '/. 1+ 4 " 6 /1 7 " 8 /1 25 /1 24 /1 合:4+ 日

胞日
四 4 '/，5 1+ 4 /1 6 11 7 11 8 11 25 11 ♀:ー

絶食時間
添食子

1'/， 土 4 " 6 /1 6 11 9 /1 25 /1 合 :ー

2 '/， 1+ 5 11 6 /1 8 /1 8 /1 27 /1 26 " 姐:∞
f町、 10' 3 '/5 4 " 6 /1 7 /1 6 /1 5+ 
B 
区 4 '/5 4 グ 6 /1 9 /1 8 11 ・ 5+ 

5 ';'0 土 4 1/ 6 9 1/ 8 /1 27ρ 19 1/ 
。。

1 (1) 4 1/ 6 /1 7 8 /1 25 /1 会 :ー
対 25 /1 会♀22:一2 (5) 4 " 6 8 11 2 8 /1 3 25 11 

照
51/ 1G・ G:ー

3 (4) 7 "4 25 11 
合♀31:・一5 1/ 2 7ρ1 8 /1 3 25 11 . 

区 25 11 姐1:ー 合♀22:一4 (5) 4 " 6 8 /1 1 8 /1 4 25 /1 . 

注:大IE10年著者が蚕糸試験場に奉職した当時上司から給与された微粒子の胞子は病蛾を乾燥保存したもので，その伝染力きわめて

悪く正確な実験は不可能であったから，まず乾燥の影響を見るため蒸留水中に保存した胞子について試験した.

供試胞子，大正11年7月26日婿から採集した胞子を蒸留水に入れて約10'Cの氷庫に 9カ月13日間保存したもの.

接種法.胞子混合液0.4mlを1.5寸平方の桑葉裏面に塗り風乾後3分平方に切り各1頭に添食させた.添食時の実験室温16'C-
1TCで低く過ぎたためか，食桑率はなはだ悪くかっ変異多く，給与桑葉の目測およそ%-1/15であった.

添食胞子混合液の濃度.胞子の原液を塗抹した風乾桑葉は白球を帯び， 10倍希釈液 1/300mlを載物硝子上に滴下し，径151凹lの

円形蓋硝子を施して LeitzObj. 8 x OcuI. 4で鏡検した時の平均 1視野の胞子数は 600-700粒であった.乾燥母蛾 1頭に 2%

KOH水溶液 2mlを加えて磨潰した液の平均 1視野1粒の胞子を検出でぎる所要胞子数は約5X 105粒であることを考えると非 ∞ 
常に多量の胞子を塗抹したことになる.



実験方法.試験区の配分法，検査法，胞子寄生程度記載法等すべて既法(大島， 1966 a)と同一.ただし幼虫を解剖して消化管

と残りの全部に大別した場合，本表には両者のうち胞子が多数現われたほうを記入した.また解剖しないで、そのまま磨潰した場合

は腐死幼虫と上表後の幼虫，蛸，蛾等である. 同

供試蚕総数.A区122頭， B区159頭，対照区試験区と同数同様配置.1頭飼育1区5頭であるが， B10'倍希釈液区のみ 4頭.ただ 。
し本表には胞子添食翌日から1日1回毎日前日中に排j世されたふんを上表するまで検査した発蛾当日検査予定区のうち感染蚕が現わ

れた試験区だけを記入した.とくに A10'倍希釈液区は1頭しか感染しなかったからその l頭だけを記入した.また， A， B両区

とも原液区はあまりに早く死んだから実験開始10日日以前に死んだものはみな除いた.極糸脱出可能な強健な成熟胞子を 1頭に対

し103粒も食下させれば稚蚕壮蚕を問わず蚕児は必ず全部感染するが，この場合にはB区でも 10'，10'倍希釈液区にも既に不感

染蚕を生じ 104倍希釈液区は全部感染しなかった.この事実から判断して 10'倍希釈液区以下は非常に微量接種の場合と認定さ

れる.また 10'倍希釈区 CB区〉の胞子寄生程度4+の1蛾は明らかに管理不十分による感染である.微粒子病は激しい伝染病で

あるから，蝿の侵入しないように蚕室の廊下は雨戸，硝子戸，網戸の 3重とし，蚕沙は50倍希釈クレゾーJレセツケン液中に浸し，

除沙後は必ず床を 10'倍希釈昇宋水で拭き，作業後は必ず 10'希釈昇求水で手を洗った後更に水で手を洗って室外に出て障子をし

め，病蚕を取り除く時は箸を用い，更に蚕室の出入口には蝿の侵入を防ぐため暗所を設けることが必要である.かくすれば何万頭

の試験でもその管理は完全に行なわれる.その場合にも実験者が少しでも注意を怠ると対照区 10' 頭に 2~3頭ぐらいの感染は免
れない.現病理蚕室がでぎるまでは対照区の感染を完全に防ぐことは不可能であった.また途中伝染の有無を正確に知るためには

実験蚕数の少ない時(数百頭以下〕は著者は試験区と同一条件のもとに試験区と同数同区の対照区を設けた.

供試蚕の観察は1日1固であるから各齢期の日数には1日の誤差は免れない.

供試蚕番号右肩の数字は目測食下桑葉の割合，対照供試蚕番号，右 C)内の数字は各試験区の頭数に対応する頭数である.ま

た翌日のふんは添食胞子の排世されたものである.

試験区に胞子添食前後蚕児を絶食しない場合 (A区)と絶食した場合 (B区)の 2区を設けたのは絶食すると否とによって消化

液の状態が違うからその影響を知るためであった.本実験では B区は A区より胞子の伝染が非常に良好であった.それは既報

(OHSHD!A， 1966 a) と著しい相違である.既報の 5齢起蚕および 3日目添食の場合は A区と B区の問には胞子の伝染力にほとん

ど差がなかった.蚕児の消化液による極糸の脱出歩合は給食区のほうが著しく良好 (OHSHIMA，1964 b)であるから，これは一見

不可解のように見えるが，絶食蚕児の消化管内では中腸にはいりさえすれば至る処で直ちに無差別に極糸と sporQP1asmを脱出

するが，同時に平均5.02秒で極糸も sporop1asmも溶かされる (OHSHD!A，1966 b). これに反し無絶食蚕では極糸の脱出効果は

消化管壁に限られる.これは極糸の機能(OIlSHI，MA，1937，1966d)から考えて最も有効なsporop1asm脱出法である.以上の事実に

より 5齢蚕の実験でA区とB区との聞の羅病率に特別な相違が認められなかった理由がかなりよくうなずかれる.しからば本実験

でB区のほうが蚕児の感度が著しく高かったのは何によるのであろうか.あるいは稚蚕期の栄養皮膜は柔かくかっその厚さより極

糸のほうが長い(平均143μ)(OIlSIlD!A， 1966 c)ため5齢蚕ほど胞子が管壁に接近しない所で極糸が脱出しても栄養皮膜を貫い



て管壁上皮細胞内または細胞聞に sporoplasmを完全に注入しやすいためか，この稚蚕期と壮蚕期との相違は今後の研究課題で

ある.

なお本実験と0.85%食塩水中に保存した胞子を用いた既報5齢期の胞子の伝染力を比較すると，本実験と乾燥蛾胞子との差のよ

うな大差はなかった.この結果から判断すると胞子は蒸留水中でもその活力の減退度は乾燥に比し非常におそいものと言える.

炉司4

←弔品



- 12ー

の共同作用なしかまたはほとんどなしに PGの分泌で決定される. (2) CAは5齢前

期ではその作用を示ずが，漸次減退して 5齢末期と若い踊ではほとんど作用しなくなる

(3) PGは化隅後もその発動を続け羽化に重要な役割を果すと結論した.

研究の進むにつれて脳の神経分泌細胞 (NC) とそれらの細胞群と軸索による内分泌

腺との連絡，それらの働きについても非常に多数の研究が発表された.家蚕についても

小林 (1957)は脳の背面には中央 (MNC)および側方神経分泌細胞 (LNC)があり，

それらの細胞には A，sの2種あるが， LNCはB細胞のみである.また MNCおよ

び LNCは幼虫から岐になるにつれて次第に数を増すこと，発育経過とともに Mallory

および Gomori法による染色性の変化と細胞の大容さの変化から細胞の分泌機能を考

察している.更に BA邸ID!ANOVAら (1967)は電子顕微鏡と普通顕微鏡を用いて更に詳

しい NCの観察を行なっている.しかしこれら細胞群中の各種細胞の機能について

は未だ推測の範囲を出ないが，左右2群の MNCにつながる軸索はそれぞれ脳の髄質

部で交叉して corpuscardiacum (CC)に入り， LNC群は左右交叉することなく軸索

によってそれぞれ左右の CCに入り， CCとCAは更に軸索によって連絡しているこ

とは一般に認められているところであり， MNCとCCをつなぐ軸索を ner、lUScor-

poris cardiaci 1 (NCC 1)， LNCと CCをつなぐ軸索を nervuscorporis cardiaci 

.2 (NCC 2)， CCと CAをつなぐ軸索を nervuscorporis al1ati 1 (NCA 1)， CAか

ら発する軸索を nervuscorporis allati 2 (NCA 2) と名付けられている. STRONG 

(1965. b)によれば CentralAmerican locust， Schistocera sρ.，では NCA1の軸索

は大部分 NCC2から発しており， NCA 2は食道下神経節と連絡するという.家蚕で

は明らかでないが， AWASTllI (1968)はみごとな写真によって Gryllodessigillusの

NCA1は CAに表面的に入り，その腹面に網目状に広がり NCA2として腺が出で，

その一部は膨張して多量の神経分泌物を貯蔵し，そのさきには分泌物が含まれないこと

を示し， NCA2は神経分泌物の第2の貯蔵放出の役をすることを推定している.

かように NCはCCやCAになんらかの影響を及ぼすことは明らかであるが，その

1例として STRONG(1965 a， b)の Schistocerasp. の研究を述べる. S. sp. の NC

を摘出すると卵細胞発達になくてならない CAの活動が止まり，卵形成が妨げられる.

また CAを移植しても卵巣発育を復活させないばかりか，未熟な CAを移植しでもそ

れは活性化しないし，成熟した CAを移植しても急激にその活性を失う.それゆえ CA

の活性を保つためには脳神経系が無傷のままに連絡していることが必要である.更に

NCA1や NCC2いずれを一つ切断しても卵細胞の成熟も卵黄の蓄積も完全に抑えら

れる.これは NCA1は主として NCC2から連絡しているためで卵細胞の成熟に与

える CAの活性には両者が無傷であることの必要性を示す.また右側の LNCと右側

の MNCを焼却しても右側の CCは無傷の左側の MNCから送られる分泌物を含む

が左側の CCはからであり， NCC2の一方を切断すると切断されないほうの CAは
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他の 3倍も大きいことなどによって CAの活性化は MNCでなく LNCによって仲

介されることを立証している.氏はまた CC内の物質はしばしば動脈壁に見られるこ

とから MNCの分泌物は CCから血淋巴液中に分泌されるものと推論した.家蚕につ

いても BOlJblIIIOL(1957)は既に脳と CAの連絡をたっ実験から parsintercerebralis 

を経て神経分泌物がこなくなると CAの作用がなくなることを推定している.

このように脳神経分泌細胞と CC，CAこれらをつなぐ軸索，PG等は昆虫の休眠脱皮，

変態，卵巣発達等に必要欠くべからざるものであるが，稚蚕期微粒子感染の場合家蚕で

はなぜ FrSllERおよび SANBORNの研究と同様な現象が起こらなかったのであろうか.

これについてまず第一に考慮しなければならないことは微粒子寄生による細胞組織の

損傷である.Fr呂 田Bおよび SANBORNの胞子抽出精製物質の注射や millipore filterに

よる微粒子分泌物体内醤透法の場合はもちろん，Triboliumに Nosemaが寄生した場

合にもその寄生程度〈寄生程度は記載されていなしつは比較的軽く，とくに消化管細胞

はあまりおかされなかったのではなかろうか.なんとなれば消化管がおかされて栄養摂

取が妨げられたとすれば，健康 Tri・boliumの平均8図脱皮に対し擢病 T.は化婿し

ないが長く生きていて平均12回も脱皮し，体躯も 2倍も大ぎくなるということは考えら

れないばかりか， 2-3齢脱皮直後の Tenebriomolitorに 106の Nosemawhiteiを

食下させた時は感染したが，その感染は非常に局限され，脂肪体に少数の胞子が見出さ

れるのみであったばかりか，後齢期では感染しなかった (FrSHERand SANBORN) と記

載されていたことから判断すると，Triboliumも同じ直麹自に属するからその繁殖も比

較的軽く消化管には寄生しなかったのではなかろうか.これに反し家蚕に対する Nose‘

問。 bombycisの伝染繁殖は STRIOKLANDのSimulium幼虫に対する Nosemaの寄生と

同様きわめて激しい.家蚕では消化管内における sporoplasmの体内注入は主として

中腸前半で行なわれる(第1表注参照).それゆえ胞子の食下量の多いほど中腸前半の

細胞を激しくおかして桑葉の消化吸収がでさなくなるため，食欲不振となり衰弱して早

く死んでしまう.また胞子食下量の多いほど伝染の初めは消化管壁の細胞のほうが体腔

内の他の部分より微粒子の寄生が多い.大島(1966，a)の表に現われた胞子寄生程度の

差が無いのは消化管全体と他の体内全部に 2大別して合同して磨潰して鏡検したためで

ある.なんとなれば微粒子の寄生のおそい中腸後半や後腸，特に組織が堅く磨潰しがた

い後腸を合同して磨潰したためである.軟化病の最も起こりやすい 5齢起蚕にぎわめて

多量の胞子を与え， 27"C以上で飼育すると長くとも 4日間以上生きていられないで軟化

病的症状を起こして死んでしまう.これを解剖鏡検すると 2日目に既に中腸前半の上皮

細胞は schizontで充満し 3日目には多数の未熟胞子も現われ 4日目には見かけ上

の成熟胞子も現われるが，後腸には何も見当たらない.もちろん体内の他の細胞に病原

体を見出すことはすこぶる困難である.この事実は接種後の消化管内の極糸脱出歩合と

その時間的関係 (Oll呂田抵A，1964，b)を見ても sporoplasmの消化管上皮細胞内注入が

中腸前半で行なわれることを示している.接種程度が少なくなるほどこの関係が薄れる
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が.これは消化管壁の細胞は体内の他の器官，組織より病原体が繁殖しがたいためか，

あるいは消化管細胞は更新されるためか明らかでないが，感染後の日数が長引くほど体

内の他の部分のほうが病原体の繁殖が激しくなる.それゆえ家蚕に多量の胞子を添食し

た場合蚕児が衰弱して多く問齢に留まったまま死ぬのは主として消化管がおかされて正

常な栄養摂取ができなくなるためと考えられ，また微量感染蚕が外観健全なまま上族化

蛾ナる場合はもちろん， 2-3齢の稚蚕期微量感染蚕の場合でも消化管の損傷軽微で本

来の機能を長く保ちうる場合は上族主で正常な発育をするためと考えられる.

しかし以上は考察であって正確な証明ではない.この点を明らかにするには内分泌腺

の影響の有無をも考慮する必要もある.TnOMSENおよび M<tLLER096のによれば

Calliphora erythrocephalaの成虫の雌の proteaseの活性は MNCによって管理され，

MNCを除いた食肉 c.erythrocephαlaの proteaseの活力は最高価の1/5-1/3にへる

という.家査でも MNCの分泌物は桑葉消化に何か影響があるのでなかろうか.Sim-

uliumや家蚕のように Nosemaの寄生によって発育著しく遅れるものは長く生きてい

ても体躯わい小な場合は齢期が進まないが，Triboliumに Nosemaが寄生した場合や

Pyr吋 ocorisの PF接触の場合のように体躯が非常に増大する場合は数回脱皮すること

を考えると，皮膚の張力には限度があり，あるいは皮膚が緊張すると脳を刺激して脱皮

ホルモシの分泌を促がすというようなことがあるのではなかろうか.また STRIGKLAND

(1911)によればNos.emaの寄生した Simuliumの幼虫は生殖器をおかし内分泌腺もお

かすだろうと述べているが，本問題についてもこの点を調査する必要がある.更に必要

なことは FI祖国と S剖 BORN(1964)が行なったように病原体の抽出精製物を作って注

射試験を行なうことである.これを行なうために彼らは胞子を用いたが，寄生物の分泌

物は胞子より繁殖盛んな schizogony時代の schizontからの抽出物について研究する

必要がある.これを行なうには M/40-M/SOKOH水溶液で精製した活力旺盛な多数

の胞子を 1時間処理(無菌となる〉して直ちに同一濃度の HCl水溶液で極糸が出ない

よう pHll以下にならないように部分中和して直ちに中部絹糸腺付近に注射(大島， 1937，

1939， &印刷， a) L-，schizontのたくさん繁殖した中部絹糸腺を使うとよい.なんとな

れば絹糸腺は取り出しやすく，他の組織から分離しやすいからである.その抽出精製物に

は絹糸腺そのものから抽出された物質も含まれるであろうから，健蚕の同一処理を施し

た絹糸酎白出物を対照に用いればよい.もし中部糸鯨が堅くて病原体が侵入しにくけれ

ば寄生繁殖しやすい注射部付近の脂肪体を用いるとよい.あるいは5齢起蚕(未桑付け)

にきわめて多量の胞子を接種して2TC-2S"Cで飼育し，その 2日目の蚕児を解剖して中

腸前半の消化管上皮細胞を使うとよい.この方法は多数の schizontのみを集めるには

最良の方法であるが，無菌的に schizontを集めることはむずかしい欠点がある.しか

し schizont抽出精製物を作るにはいろいろの行程を経るからその聞に細菌は殺されて

除かれるかもしれない.したが司て本目的には本法はむしろ最適であるかもしれない.

CLEVELANDら(1960)によれば Cryptocerasに寄生する鞭毛虫の性的過程は投与され
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だホノレモン量の多少によって促進されたり遅延されたりする場合があるとのことであ

る.それゆえ本研究でも抽出物の注射は各齢の前期後期のほか抽出物の濃度または量を

変えて行なう必要がある.

著者は擢病幼虫の上笈後は詳しい個体調査をしなかったが，寄生物あるいは異物によ

って起こる変態期の皮膚その他のモザイクについてはいろいろの報告がある.H.ALC-

.ROW (1954)の繊毛虫.Glaucomaの寄生した Anoρhelesの研究.FINL.AYSONと WA-

LTERS (1957)の Nosemaの寄生した山繭般の幼虫の研究. WILLI.AMSとSLAJiI.A(1966， 

b)の乃，rrhoco門:sapterus 5 齢起幼虫に PF を与えて 6~10時間絶食後給食した場合，

KOBAYASmら(1967，a & b)の家蝿の幼虫と家蚕休日民隔に ecdysterone，inokosterone 

および ponasteroneの多量を注入した研究等がある.KOB止Y.ASIlIの研究によると家蝿

は隔になり，家蚕休眠嫡は嬬になるが，その闘域量は休眠婦のほうが著しく多く，とく

に休眠踊ではそれらの 1μgで蛾になるが 10pgでは踊と駿の混合体や第2嫡となるこ

とを明らかにした.また福田 (1962)は寄生物や異物によらず中期隔の CAをあらか

じめ CAを除いておいた 4齢蚕に移植した時，幼虫および輔の皮膚を持った中間型を

作った場合があったと報告している. WILLI.AMS (1968)は過剰 juveniIehormoneと

ecdysoneの作用について2 前者が第 2婦を作るのは成虫発達遺伝子の活動し飴めない

ことと，直面体保持機構から抜けだせないためであり，後者では輔に不完全な成虫を形成

させるためである.その理由として後者では成虫発生に 11日間かかるおmiacynthia 

が過剰 ecdysoneにより 4始日短縮されたことをあげている.いずれにしても幼虫と婿，

輔と成虫等の中間型がこれらホノレモシの多少によって作られる場合があるから 2~3齢

の微量胞子接種の場合でも上笈後の変態期の調査も必要であろう.

以上述べたことを要約すると次のような結論に達する.

微粒子の稚蚕期伝染の場合，過剰脱皮して巨大幼虫となることは 1例もなかった.多

量伝染の場合はたちまち食欲不振となって発育せず組織器官の寄生程度微量のうちに

早く死ぬ.これは消化管上皮細胞，とくに中腸前半の細胞が微粒子に激しくおかされて

正常な栄養摂取ができないことと大なる関係がある.これに反し微量伝染の場合には非

常に長く生きていることができる.しかし食欲次第に不振となり，発育遅れ就眠脱皮が

おそくなる.まれには 3齢20日目というようなものも生じ，健蚕が上姦してもなお稚蚕

でいる場合も起こる.

この原因を理論的に解説するには次のような研究が必要である.

1. Schizontおよび胞子の抽出精製物を作ってその異なる量を幼虫各齢および向齢

中の異なる時期に注射してその影響を観察すること.ただし胞子は爽雑物を含まなし、よ

うに純粋に収集することができるが， Schizontの場合には Schizontを含まない同一

組織細胞の抽出精製物についても試験する必要がある.

2. 稚蚕期接種蚕の発育経過を変態期まで詳しく調べること.

3. 死期が近づいた時の寄主の病原体の寄生程度，とくに消化管上皮細胞，とくに中
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腸，後腸等の病原体寄生状態，その他脳， CC， CA， PG脳神経分泌細胞とそれらの腺

に連絡する軸索の病原体寄生の有無と程度を調べること.

E タト観健全なまま上濠営繭した繭の生繭金繭重および繭層重

実験方法で述べたように自然に起こる微量伝染の場合についてのみ考察する.ふんに

排世された胞子から伝染した外観健全なまま上涙して発蛾産卵する場合はほとんど全部

4齢起蚕以後の微量伝染に限られる(1965). それゆえ本研究はもっぱら 4齢起蚕以後

の蚕児に微量の胞子を添食した場合についてのみ行なった.その成績を統計学的に検定

した結果，生繭全繭重および繭層重がわずかながら健蚕繭より有意に劣ったのは4齢起

接種の場合だけで 4齢3日目以後に接種した場合は全く健蚕繭と同様であった(大島，

1970，投稿中).

その原因を考えるに微量伝染の場合は微量ながら胞子が必ず視野に現われるようにな

るためには少なくとも接種後20日間〈春期〕の経過を必要とする.20日悶という日数は

4齢起蚕感染の場合でも蚕は既に化崎期に入る.このような場合にはもちろん病原体は

絹糸腺には繁殖しない.それゆえ4齢3日目以後の感染では吐糸を終るまで病原体の繁

殖が寄主の生理をおかす程度のものでないことは容易にうかがえる.この事実から 4齢

3日目以後の胞子の微量伝染の場合，その全繭重，繭層重lこ悪影響を及ぼさないという

理論的根拠についてもこれ以上研究する必要はないであろう.

nr 4齢起蚕以後の微量伝染蚕の早期発蛾

Iの結果に反し微粒子病母体伝染の源となる 4齢起蚕以後の微量伝染の場合には例外

なく病蚕は早く発験した.とくに雌蛾では発験期日の遅れに対する病蛾の擢病率の低下

度は規則正しい直線回帰(大島， 1968， b)をした.毎朝発蛾するという発蛾現象は明ら

かに circadianactivity rhythm (ROBERTS， S. K. F.， 1960， LEES， A. D.， 1964， 

NISIIIITSUTSUJI-UWO， J.ら， 1967)であり， LEESはその作用は parsintercerebra1is 

の神経分泌作用によることを推定し，更に NISf1IITSUTSUJI-UWOらはゴキブリの脳の

pars intercerebralisを除くと活動が非律動的となり，更に側方および中央神経分泌細

胞を含む parsin tercerebralisを除くとその非律動的活牲を増すことを報告した.これ

から判断すると発蛾期に毎夜1時から電燈をつけて蚕室を早くから明るくしたら，日 k

の病餓の発蛾歩合に異常(大島ら， 1966， b)を来たしたのは明暗時間の変化が脳刺激に

変化を起こさせたためであろう.

しかし以上の現象はただ発蛾がなぜ毎朝起こるかについての考察で，喜事、蚕の化嫡a 化

蛾の機構解説にはならない.この点について福田(1944)は家蚕の成熟と化婦は CAの

共同作用なしか，ほとんどなしでPGの分泌物で決定され， PGは化嬬後も活動を続け

羽化に重要な役割を務めると報告している.また同氏(1962)は輔や般の CAをあら

かじめ CAを除いた 4齢蚕に移植した場合，更にそれらが蛾になった時再びその CAを
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摘出してあらかじめ CAを除いた4齢蚕に移植した場合や.4-'$齢期のCAを化嬬産

後り舗に移植してそれが般になった時再び取り街し‘てCAを除いた基齢蚕に移植した場

合等の詳しい実験を行ない，化踊2-;3:回以内の CAを除けばいずれの場合にもみな早

期変態を起こすことなくE栴こ経過して羽化するととや，般の会期間や瞬が羽化期に近

づくほど CA の作用は活発になることを明らかにした.更にW'FL'U組問 (1.956~ 11Cecro-

tia蚕について CAは1成熟した雄蛾の鹿部に貯蔵され， との腹部から有機溶媒でその

ホノレモシを抽出することが可能であり， これをあらかじ£滞蔵 1した Rlatysamia，附 r{)・

piaや Telaρolyjihamas蝿に注射すると活性 CAを移植した場合と同様蛾にならず

第2自由になったが，隔離された輔の腹部や PGのない部分に注入されたホルモンは不

活性であった.JH成熟成長の早い時期には VGホJレモシと相関連する噌すなわち 2'5

℃では成熟成長に要する21日間中最初の数日がその時期で4日以後は注射しても効果が

ないと報告した.民は更に (1959，1961)α)輔の全期間と成虫発達の3分の 2の期間

中の CAは不活性であるが，この期間を過ぎると再び活性化し羽化直後の蛾の CAは

全生活圏中最高の JH作用をする. .(2)それにもかかわらず蛾では見掛上 F王の機能

を示さない. (3)もし成虫発達の初めの 5日間中に活性 CAを移植すると摘の特徴を

備えたモザイクを作り， JHの濃度が高いと第2婿となり成虫の特徴は痕跡となる.

(4)生物学上 JHの作用は活性 PGと ecdysoneが共存する時にのみ見られる.(5)

CAは脳ホノレモンの代用をなして PGを活性化する.これらの事実から(1)ecdysO1'le 

は JHの存否にかかわらず強力な成虫化ホノレモγで、ある. (2) JHがない時はは ecdy-

soneは成長に対する前提必要条件である合成作用のみならず，変態に必要な新しい合成

作用を促進させる. (3) JH存在のもとでecdysoneが働く時は成長は継続されるが，新

しい合成作用は濃度に比例して抑制される.これらの事柄から JHは ecdysoneの細

胞に対する働きを緩和するものであると述べている.婿が休眠から醒めて羽化する時の

CAの細胞学的構造が休眠中のそれと異なることは W.AKU と GILBERT(1964)も

Hyalophora cecropia蚕の電子顕微鏡的研究によっても明らかにしている.IOHIKAwA 

と NISlliITSUTSUJI-UWO(l959)もまたエリ蚕 (Philo叩 miacynthia ricini)のあらか

じめ脳を摘出した休眠踊に羽化後 1~2 日自の CA，脳心C-CA の複合体，あるいは

脳のみを移植した時は第2輔となり，輔の CAや脳-CC-CA複合体や脳のみを輔に移

植した時はいずれもみな蛾になり l頭も第2崎とならなかった.また脱皮前2日のA齢

の CAを隔に移植した時は第2踊となり 1頭も成虫にはならなかったが，吐糸を始め

る直前の熟蚕の CAを移植した時はやや趣きを異にして一部正常な蛾になったと報告

している.

家蚕では幼虫や蛾の CAを直接あらかじめ，CAを除いた隔に移植した例が見当たら

ないから第2婿を作るかどうかわからないが，家蚕，Cecropia蚕，エリ蚕を間わず正

常では第2踊を作らないことから既に福田(1944)の述べたように変態期には'CA の

JH作用はほとんど行なわれないのであろうm このことから福田口963)の報告のまうに
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CAの JH作用が齢期によって違うこともありうることである.

家蚕の脳ホノレモシについて小林(1955)は化輔4時間以内に脳を摘出すると成虫にな

らないが，脳摘出踊に再び脳を移植すると成虫分化が起こることから脳ホノレモンが分泌

されることは明らかである.また脳ホノレモンのない嶋は PGが存在しても成虫になら

ないことから，家蚕の成虫分化には脳ホJレモンが関係しているものといえる.更に小林

および山下(1959，b)はカイコの幼虫，踊および蛾の CAを化輔直後に除脳して得た

永続矯に移植するといずれの場合にも大多数25'Cで 16日-21日を経て羽化した結果か

ら， CAは JH作用以外に移植した場合には脳の神経分泌物の放出器官の役割がある

ととを明らかにした.また彼ら(1959，a)はカイコの輔では脳は PGを活性化させる

ホノレモシを分泌し，それによって PGから成虫化を導くホノレモンを分泌すると述べて

いる.

このように輔の CAは JHとしての作用は無視できると仮定しでも， これから早期

発蛾の原因を求めることはできない.とくに家蚕では食桑中の幼虫時代と変態期に対す

る微粒子病の影響が対蹴的であることは今までに例のないことである.既に述べたよう

に他の見虫で発育が寄生物によって遅れ数回過剰脱皮をして巨大幼虫となる場合はいず

れもみな幼虫期または化蛸期までの現象で，それらは結局婿にならずに死ぬ.小胞子虫

類寄生輔の早期発蛾についてはただ一つの KRAMER(1959)の Pereziapyraustaeの

寄生した cornborerの報告があるばかりである.家蚕では上褒後は食物をとらないが，

4齢以後の微量伝染の場合には上表までに十分な栄養を貯蔵することができる.しかし

病原体は上表後も盛んに増殖するからその分泌物も次第に増加して寄主になんらかの影

響を与えるようになるであろう.もしその分泌物が巴cdysoneのような作用を持つもの

ならば発蛾促進に役だつであろう. WILLIAMS (1968)は cecroPia蚕に多量の ecdysone

を投与すれば嫡の成虫化日数が正常蚕の21日に対し 41;2日に短縮したと報告している.

この結果から類推すると微粒子病隔の早期発蛾も病原体の分泌物によるものではなかろ

うか.ただしもしこの考察が正しいとするならば微粒子の繁殖が激しい個体ほど発蛾が

早くなりそうに思われるが重症蛾はかえって発蛾が遅れる傾向がある. CLEVELAND ら

(1960)も Cryptocerusの中腸に寄生する鞭毛虫の sexualcyc1eが過多の ecdysone

投与によって遅れると述べている.権病家蚕婿についても病原体の分泌物があまり多く

なると同様な現象が起こるのではなかろうか.幼虫期と踊期の病原体に対する寄主の相

反する反応については他の考察もできるであろう.すなわち家蚕では重症蛾は既に踊期

中に病原体が脳や PG等の内分泌腺をおかして，その機能を全うすることができなく

なるためであろうと.なお重症般でも早く発蛾するものもあるが，この変異は蛾lこなれ

ば栄養が枯渇するため病原体の繁殖が急激に衰えるので，踊期に既に重症に陥った個体

と発蛾期に初めて病原体の繁殖が激しくなった個体との差点、輔の検査では区別できなく

なるためであろう.

とにかく以上の諸研究から判断して本問題を解析するには:ー
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<(1)まず第 1にIに述べたように病原体の抽出に精製物を作り，それを幼虫期および上

笈後のいろいろの時期にいろいろ異なる量の注射を行なってその影響を観察すること

が必要である.

'(2) PG，脳， CC， CAそれを継ぐ軸索等変態に関与すると思われる内分泌腺に対する

病原体の有無と程度の観察も必要である.なんとなれば重症母蛾はかえって発蛾が遅

れる傾向があるのは輔の成虫化に必要な脳や PG等が激しくおかされてその機能を

失うためとも考えられるからである.

雄蛾もまた病離は必ず早く発蛾するが，その発蛾期日の遅れに対する羅病率の低下度

位大多数の場合雌鍛ほど急激でなく，その低下率も多くの場合直線的でない.昆虫内分

泌研究者間にも既に雌雄によって異なるいろいろの現象が発表されているが，微粒子病

r駿の雌雄による発蛾の早晩の相違を解析する手がかりとなるような因子は見出せなかっ

た.また本問題のような量的因子が含まれる問題は一層むずかしいであろう.これらの

点については内分泌研究家の専門的知識に期待する.

N 微粒子病母蛾の産卵数と病原体移行程度

微粒子病母蛾の羅病程度と産卵数および病原体の卵への移行程度との関係はごくだい

たいに言えば重症蛾ほど産卵数も少なく病原体の卵への移行率も高くなるが，その相関

i関係はあまり高くない. 5 +程度の病蛾でも産卵数が多く，その卵には病原体が一つも

移行しない場合もあれば， 2 +程度の病蛾でも病原体を含む卵が数%も存在することも

あり，重症駿でなくても産卵不能な場合もある.

町田(1922)によれば卵巣の発達はふ化後急に始まるが，卵細胞が急激に増加し始め

るのは5齢からであり，卵巣が発育するにつれて卵巣膜も厚くなり結締組織性をあらわ

す.その後卵管および卵管栴は卵細胞の発達によってますます伸長し，化踊2日目に至

れば卵巣膜内に納まりきれず，膜は輸卵管の付着点で破れて卵管は腹腔に露出し，その

後:ますます多くの部分が腹腔内にさらされ，遂には老婿あるいは蛾の腹腔を満たすに至

る.また輔の中期には卵管鞘の外層細胞は変じて筋繊維となると述べている.

以上のように卵細胞は蚕体内の他の組織や器官と比べて堅固に保護されている.これ

に反して自然に無事交尾産卵でぎるような羅病母蛾を生じる機会はほとんど全部4齢起

蚕以後の経口的微量伝染に限られる.他方経口的微量伝染の場合には23'C-25'Cの飼育

温度では蚕体を全部合同して磨潰して鏡検した結果では，平均1視野 1-2粒の胞子が

鈴検出できるほど病原体が繁殖するには約20日間を必要とする.この日数は4齢舗

に感染した場合でも明らかに化踊初期に相当する.また病原体の schizogony時代の繁

殖様式を STEMPELL(1909)は二つに分け，細胞内繁殖型を merontと名付け，血淋巴

液内繁殖型を planontと名付け， merontは寄主の細胞内で2分裂または4分裂法で

盛んに繁殖するが， meront は寄主の細胞膜を破って隣の細胞内に侵入することはでき

ない.これに反し planontは寄主の血淋巴液内を遊走して至る所に侵入して meront
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となって繁殖すると解説した.S!I'醐抽t.'Lの説のよラ弘之宮lerO'stが細胞撲を溶かして

隣の細胞に侵入することができないかどうかを具体的に明らかにすることははなはだむ

ずかしいが，著者も切片の Giemsa染色標本で STEMPELLが観察したように，一つのe

細胞は寄生物で充満しているが，隣接細胞には何も寄生していない場合を観察した.し

かし STEJM'PEtLの図示するところの planontは明らかに球状菌であるが，著者もまた

血淋巴液の塗抹 Giemsa標本で細胞内繁殖型 mero.ntと大容さも染色性も異なる像を

観察している.その大きさは球状菌よりはるかに大きいが merontよりはるかに小さ

く，塗抹乾燥標本の染色後の観察のためか，大多数両端やや尖った楕円形を帯び，核は

円く濃厚な赤紫色に染まり， HI固またはまれに 2個で，細胞質は均一に青色に濃染され

る.しかしこれは絶えず細胞内に侵入するためかs その 1視野の数は約 850倍の倍率で

の観察ではなかなか発見困難で多くとも 1視野に3個以上発見することは一回もなか

った(詳細別報).STEMPEUの Nosemab師 事bycisについての繁殖機構発表以後今日

まで未だ寄主の血淋巴液内に merontと異なる繁殖型の存在を報告された例を見ない

がs 病蚕磨潰液の各視野に胞子が現われ始めるとその後の日 kの増加量はきわめてはな

はだしく，皮膚に無数の黒斑が現われて寄主が頻死の状態になるころは磨潰液は乳白色

となり，成熟胞子は視野に充満して精製された胞子を見るようになる.これらを考慮し

ても激しい Nosemabo明 bycisの繁殖に対する STE){PELLの繁殖様式の構想は今日も

なお卓越したものと思われる.

かように家蚕に対する微粒子の繁殖ははなはだしく，またほとんど全部の器官，組織

に繁殖できるが，病原体の卵細胞に対する移行程度は意外に少ない(言羊細別報).これ

は卵巣が他の組織や器宮に比して比較的強靭な結締組織や筋肉で保護されていることと，

既に述べたように 4齢期以後の微量伝染では卵巣の比較的柔かい幼虫期にはまだ病原体

の繁殖が非常に軽微なためと考えられる.しかし微粒子病蛾の卵はその数が減ったり，

死卵が多くなったり，産卵不能となったりするのは単に病原体が寄生したためだけでは

説明できず，これを明らかにするにはなお詳しく卵巣の発達と病原体繁殖の時鉱的関係

を調べなければならない.

既に述べたように町田によれば化婿 2日目になれば卵管は卵巣膜を破って体腔に露出

する.長谷川(1942)によれば卵巣の生体重，乾物量，水分量は化婿後蛸齢の進むにつ

れて増加するが，その増加はとくに婿の中期に顕著である.蛾では生体重の50%内外が

卵巣で占められると報告している.また FUKUDA(1951)と H五日EGAWA(1951)は食

道下神経節は休眠卵を生じる最重要な源であることを明らかにし，更に HASEGAWA

(1963)は卵巣に対する休眠ホノレモシの作用について，休眠ホノレモシは若い卵巣や既に

非休眠性を獲得した卵巣には作用しないが，卵巣が活発に発育じ始めるころに注射する

と作用して休眠卵を作る.この休眠ホルモシ分泌について KOBAYASnrと ISHl!I'OYA

(1964)は永続調では食道下神経節からの分泌系は脳および PGホノレモシが成虫化に

関する関域に到達した後に行なわれ，休眠ホノレモンの被反応系である卵巣も脳-PGホ
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~号ν系がまず卵巣に働き，その後に卵巣，が休眠ホノヤ毛 νの反応資格をうるものと推定

している亀更に山下と長谷川ら(196~) はEl)脂肪組織の主な炭水化物は雌雄とも

εlycoge1，1，で1化車最後主-4日ごろ最犬となるが気その後は減るばかりで羽化前日には

~j.~~ 以下となる.これに反し卵巣の glycogen は婿の発育とともに増加し，羽化前日に

は化踊当日の 6倍となる.しかし食道下神経節摘出嬬は 3.7倍にしかならなかった.

(2)血糖は主として trehaloseと還元糖からなり，雌煽でほ trehaloseは中期の一時

的減少を除いて発育とともに一様に増加したが，還元糖は鴎期を通じて大ぎな変化は見

られなかった.雄輔の trt:;haloseの消長も雌噸と同様であるが，中期以後は trehalose

および還元糖は発育とともに著増しa羽化前日の血糖量ほ雌の約2倍に達した.食道下神

経節摘出の影響は峰舗のみに認められ，とくに t:rehaloseは著しく増加し，その増加の

様相は雄輔のそれに類似した. (3)卵巣の炭水化物の1大半ほglycogenで発育とともに

増加の一途をたど当た.食道下神経節摘出は中期以後の増加割合を減少させた.精巣の

炭水化物量はきわめて少なく踊期を通じてほほ一定し，食道下神経節掃出の影響も認め

られなかった.これらの結果および山下(1965)の家蚕の脹子発育期における炭水化物

代謝の研究から両民は踊中期以後のエネルギー源となる glycogen.は雄摘では血糖とし

て，雌隔では卵巣の glycogenとして利用され，成虫期
l
の運動エネルギー，次代のE王子

発育のエネルギ{源として寄与されるであろうと結論している.更にまた H.ABEG.AW.A

& Y ~.ABIllTA ら (1965.)は家蚕卵巣の glycogen は休眠ホノレモシで促進され，その

.glycogenは脂肪体の炭水化物から生じた血淋巴液の trehaloseに由来する.食道下神

経節を摘出すると卵巣の glycogenが減り，血淋巴液の trehaloseと脂肪体の glycogen

が増す.したがって脂肪体の glyωgenの移動は卵巣と食道下神経節の存在による.同

様の結果は卵巣を移植した雄舗にも見られる‘これらの結果から彼らは卵巣は炭水化物

代童話の標的器官であると結論している.

以上はすべて休眠卵，すなわち越年卵の glycogenおよび tre，:Qaloseの消長について

である.山下09.65)は glycogenは越年卵では庇子発育とともに一様lニ減少するが，非

休眠卵では反転期から眼点期にかけて急減した.trehaloseについても休眠卵と非休眠

卵との違いを報告している.ただし以上t土産卵後の卿についでの報告であるが，上族後

履卵までの発育中の卵の glyeogenとtreha1qseの消長も休眠卵と非休眠卵で違うであ

ろう.しかし葬休眠卵でも卵巣の glycogen蓄積機構は同様ではあるまいか.

腔子発達に最も重要な役目を勺とめると思われるものは卵黄である‘文献に徴するに

鱗麹目以外の昆虫では卵巣の発達に CAや神経分泌細胞が重要な役割をつとめるという

報告が非常にたくさんある.そのうちには卵細胞に卵黄が蓄積されるといヨ文献も多い.

ζれに反し鱗趨Rでほ化蝿→羽化にき直る関の時期の QAは卵巣成熟lこ心要がないこと

が知られている{(福田 (1~44). ， WlLL，l端書ü~59ì. ~Qm寧.ð.WA 晶 N<SJ;U:IT，週間前J:I-UWQ

<t!!5!!H.更に筒民(1959)は脳や 00も成虫発達に関係がないと述べている‘これらの

事実から Wl1，..L~~El (1959) It. CAの作用は鱗麹毘の昆虫では他の大部分ro.昆虫類と対
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鵬的であることを指摘し， ICHIKAwAら (1959)も直麹日，半麹目および双麹自の昆虫

は鱗麹自の昆虫と対鵬甘であることを述べている.著者も市川らの指摘以後1960ー1968'.

年までの文献を調べたところ鱗麹目を試料としたものは一つも見当たらず，絶対多数が

直麹目で，鞘麹目と双麹目とがこれに次いだ.この原因に対し WILLIAMS(1959)は成

虫となっても食物をとる他の昆虫と異なり，鱗麹自の見虫は上表後は食物をとらず

pupal-adult発育期聞が短縮されるから羽化する時は直ちに産卵でぎるよう変態期間中

に卵を発育成熟させることが必要となるのである. この 1例として cecropia蚕の卵黄

に現われる蛋自由来の根拠として彼は既に休眠輔血淋巴液に蛋白が多量に存在するとい

うTELFER(1954)の報告をあげている.また鱗麹自の昆虫でも長く生きている Vanessa

属の蝶についての KAISER (1949)の組織学的研究のように長く生ぎて食物を取る成虫

では CAが卵巣発達に他自の昆虫に似た重要な働きの存在を予想している.

天蚕蛾科の昆虫と違い変態期中に休眠期なく，羽化後ただちに交尾産卵する家蚕

では羽化後の卵黄蓄積など到底考えられない.したがって蓄積される卵黄中の蛋白は

TELFERの報告のように変態期間中に供給されなければならない.また GILBERTおよび

SCHNEIDERMAN (1961)は cecropia蚕の雌蛾では羽化する際隔の lipidを使う.したが

って雄蛾より少ない.それは雌は多量の体内基質を卵の卵黄，細胞質，卵殻等に変えるた

めと，雌蛾は羽化後ほとんど飛ばないためとであると述べている.家蚕についても卵細胞

に関するいろいろ多数の研究が発表されているが，怪子発育に対する重要な標識と考え

られる卵黄蓄積については詳しい化学的研究は見出せなかった.卵黄については卵の

glycogenが主として脂肪体に由来するような特別に重要な細胞組織の給源はなく，変

態期における種々の組織細胞の解離によって血淋巴液に遊離する物質が給源となるので

あろうか，またその際内分泌物質は不必要なのであろうか.山下ら(1961)はアラタ体

を摘出した春期や夏期の家蚕の成熟卵数は5%有意に少なくなったと述べているが，そ

の CA摘出は5齢桑付け後24時間絶食したものについて行なわれたものであるから変

態期の CAにはあてはまらない.ただ長谷川・甲斐ら (1967)は家蚕の休眠ホノレモシは

卵の蛋白代謝に作用するという推察を与えているが，簡単な講演要旨であるから詳細は

わからない.今後大いに研究すべき課題であろう.家蚕の発育中の卵巣についても酵素，.

核酸その他多数の研究があるが，これを組織的に行なうには glycogenが主として脂肪

体炭水化物→血淋巴液 trehalos巴→卵巣 glycogenと移行するように卵細胞発育に重要

な卵黄蓄積の道程を調べることが第ーであり，その道程がいかなる機構で進行するかは

次にきたる問題である.

微粒子病が激しくなるとその蛾は交尾不能や産卵不能の場合も起こる.これについて

は山崎・西村らの詳しい研究がある.山崎(1954)は(1)頭部内の神経節は雌の発情に

対しても雄の発情に対しても密接な関係を有する. (2)雌織の頭部内の神経節は産卵に

対して主動的支配力を有するが，雄蛾の頭部内神経節は射精その他の交尾後の動作に文す

しては関係が少ない. (3)雌駿の第9神経節は家蚕の産卵に対して補助的役割を演じ，
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雄蛾の第 9神経節は交尾〈鈎器によるl雌への結合〉および射精に対して強い支配力示す

と報じている.また山崎ら (1957，a)は枠蚕について臨時代には神経節は第 1から第13

まであり，般の第 9神経節は第11ないし第13神経節が合体してできたものである.産卵

に対して脳または第9神経節の支配力が伝達されるためには崎期の第13神経節から生じ

る輸卵管の背面を通る神経が必要であると考えられる.なんとなれば蛾の第 9神経節の

部分摘除試験において踊期の第13神経節に相当する部分が存在しなければ産卵が行なわ

れないと報告し，更に山崎ら(1957，b)は枠蚕の神経節，神経索切断試験によって，

(1)雌域の脳または他の神経節摘出や神経索を切断すれば全く産卵できなくなるが，騎

期に摘出〈第 9神経節を除く〉または切断すれば羽化した蛾は少数ながら産卵する.こ

れは婿期に摘出または切断されない後方の神経節がその機能を代償するためである.(2) 

第 9神経節のうち幼虫期の第13神経節に相当する末端部を踊期中に摘出した場合には蛾

は産卵できない. (3)踊期に第 1神経節を摘出された蛾は雌雄とも発情しない.また第

1神経節以外の神経節摘出，または神経切断，あるいは第 9神経節から派出した末端神

経糸を切断すればその蛾は発情するが交尾しない.すなわち交尾に対しては嬬期に第1

神経節を摘出しても他の神経節はその代償を行なわない.西村ら (1959)は家蚕および

枠蚕雌駿の第 9神経節から派出する神経糸について更に詳しい研究を行ない，次のよう

な結論を得た. (1)家蚕雌蛾の第 9神経糸の数は 9対あり，その分布は枠蚕雌般の場合

と会く同様である. (2)輸卵管の背面を通る神経糸全部を切断したものは産卵不能とな

り，輸卵管の腹面を遜る神経糸全部を切断したものはある程度産卵を行なう. (3)輸卵

管の背面を通る神経糸のうち最も内側に位置する最も大ぎい 1対を切断したものは産卵

不能となり，内側から 2番目の 1対を切断したものは少数の駿がわずかに産卵(家蚕蛾)

するか産卵不能〈枠蚕蛾〉となり，最も外側の l対切断ではかなり産卵する.この神経

糸は最も細く側唇の出入キチン棒筋肉内に分布しているので，これを切断すると側唇の

突出を停止させ，産卵動作の円滑を欠く結果となるが，産卵の能否には直接影響を及ぼ

さない. (4)輪卵管の背面を通る神経糸のうち右または左側の神経糸を切断したものは

大部分の蛾がある程度産卵する.

以上山崎・西村らの研究により交尾や産卵不能な場合はどんな時に起こるかがよく推

測される.これから判断して微粒子病病原体が神経節や神経糸に寄生した場合には同様

な機能障害を起こして交尾産卵不能な場合も起こりうるのではないかと推測される.

以上の諮研究家の業績から判断して，微粒子病病原体の寄生に基づく卵数の減少，不

受精卵の増加，交尾産卵不能，あるいは母蛾の寝病程度がかなり激しくてもその卵が無

病の場合や，その反対の場合が起こる原因を追及するには次の諸点を研究することが必

要であろう.

1. 病原体の繁殖と卵黄蓄積との関係

2. 卵巣 glycogenの消長と脂肪体病原体の多少

3. 病原体の多少と化崎後期の卵管内および産卵後の卵の病原体寄生状態
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4. 病原体感染齢期と卵への病原体移行程度との関係

忌 脳その他内分担任系器官ならびに第Z神経節ないし末端第9神経節(舗では第13:神

経節〉およひ割申経索，とくに末端神経節から分派する各神経糸に対する病原体寄

生の有無と程度

本文は小林博士のご校閣を賜わった.ここに厚く感謝の意を表します.

摘要は各章の終りに記載したから重複を避けるため省略する.
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Summary 

On a method oftlh四，retical:analysis of the :nature char且eterized

by early釘 :losionof di自偶蹄dsil孟wormswith p長:tlrine

by 

k込kuOIlSIlIMA 

1 have published that， in the case of infection in the earIy instars， silkworm 

larvae died very earIy when they were heaviIy infected with pebrine， and Iived 

Iong when slightly infected. 1n the latter 'Case， they lived even longer than a 

day when healthy larvae ripened. Those Iarvae infected in the early instars， 

however， never acquired supernumerary molting， and never became giant 

larvae. On the other hand， diseased larvae Iightly infected after the fourth 

instar immediately after ecdysis ecIosed always earlier than the heaIthy. Espe-

cially， the relationship between the percentage of cumulative number of daiIy 

eclosed female moths diseased and their daily decreasing percentages made a 

regression line. 

Perfect solution of any problem can be accompIished by the agreement of 

theory and experimental results. After reading many reports concerned with 

endocrine works and others， 1 dare devise the methods which may be consi-

dered worthy for solving theoretically the above problems just Iike my publi-

cation of“experimental design on a sampling inspection method of pebrine 

control......" (Ohshima， 1965) prior to the experiments. Items of investigations 

are as f ollows :ー

1. Larvae infected at early instars 

1. Injection of purified material extracted from schizonts and spores to 

larvae respectively. It is necessary to inject varied volume (or concentrations) 

of extract to Iarvae of different days of any instars and to observe them until 

death. It is also necessary to inject the purified extract of the same but heaI-

thy tissues used for pebrine extraction as control. 、V"henspores are used， 

however， control experiment is unnecessary， for they can easily be collected as 

purified sta te. 

2. Observation of the manner of metamorphosis， when infected Iarvae 

ripened. 

3. Inspection of the muItiplication degree of parasites is important， when 
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the host becomes moribund. Especially， the impection of thc epithelial cells 

of alimentary canal， i. e. the epithelial cells of the mid-and the hind intestine. 

Moreover， inspection of brain， corpora cardiaca， corpora allata， prothoracic 

glands， cerebral neurosecretory cells and their codes which connect them， 

whether they are infected or not， and if infected， their degree. 

11. Weights of a cocoon and its Iayer spun by a diseased worm 

The weights of a cocoon and its layer spun by a diseased worm are all the 

ame to those of the healthy， when the larva is lightly infected with pebrine 

safter the third day of the fourth instar immediately after ecdysis. Such worms 

can only be found 1-2 spores pcr field about 20 days after infection in the 

case reared a t 23 'Cー 2S.C，when inspected by a specimen ground the whole 

body. The lapse of 20 days after infection corresponds to the period that the 

larva ceases spinning and metamorphoscs to a pupa in the case when it was 

lightly infected with pebrine at the fourth instar immediately after ecdysis. 

Therefore， it is clear that the multiplication degree of parasites is so few that 

the host can intake enough nourishment like the healthy until spinning， in 

cases of infection after the third day of the fourth instar. The above fact 

explains that the further investiga:tion is unnece;sary on this problem. 

III. Early eclosion of moths infected with a few spores after 

the fourth instar immediately after ecdysis 

1. lnjection of puri白edmaterial extracted from schizonts and sporcs respect-

ively to pupac as 1. ln this case， injection of varied volume (or concen 

trations) is necessary to worms clapsed differcntly from immediately 

after spinning to a few days before eclosion. 

2. lnspection of prothoracic glands， brain， corcora cardiaca， corpora allata， 

codes which connect them， whether infected or not， and if infected， their 

degree. A small number of moths are apt to retard eclosion a little. This 

phenomenon may be caused by the diminished function of a brain or a protho-

racic gland， which plays an important role for developing a pupa into adult 

by hcavy infection of para弓ites.

IV. Relationship between the number of eggs laid by the 

infected moth and its diseased degree 

1. Relationship between multiplication of pebrine in the host and accumu-
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lation of yolk. Investigation of the mechanism of yolk production in the egg 

is also important. 

2. Relationship between ovarian glycogen and the pathogene of fat body. 

3. Relationship among the multiplication degree of pebrine in the host and 

the diseased degree of eggs in the oviduct of pupa in the later period of meta-

morphosis and of eggs laid by the diseased moth. 

4. Relationship between the infection degree of eggs and the time of infc-

ction during rearing. 

5. Inspection of the brain， the othcr cndocrinc glands and all ganglions 

togcther with codes which unite them， especially nervous threads dispatched 

from the last ganglion， whether infected or not， and if infected， their degree. 
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